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『みんなで生き抜く防災術  
地震 停電 放射能　東日本大震災から私たちが学んだこと』

編　：小学館防災チーム
出版社：小学館　2011.4
請求記号：369.3シ
★中央・柿木　所蔵

『巨大地震はなぜ起きる  
　　　これだけは知っておこう』

『台所防災術 
　　がんばらなくても大丈夫』

著　者：島村 英紀
出版社：花伝社　共栄書房(発売)　2011.4
請求記号：453シ
★中央・柿木・高円寺　他1館所蔵

著　者：坂本 廣子、坂本 佳奈
出版社：農山漁村文化協会　2012.5
請求記号：369.3サ
★中央・柿木・南荻窪　他1館所蔵

阪神・淡路大震災で被災した料理研究家

親子が、いま必要な暮らしの備えを台所

目線でまとめた本。地震発生とその後の

サバイバル術、台所にあるものの活用方

法、手元にあるものでつくるあったかご

はんなどを紹介する。

日本の地震予知計画はなぜ進歩が遅いの

か、何が難しいのかを説明する。また、

震源では何が起きているのか、大地震は

どのような舞台仕掛けのところに起きる

のかなど、最近の研究成果を分かりやす

く解説する。

猛暑の大節電はどうなる? 災害用伝言板の使い方って? 放射能漏れ

、何が怖い? 知っておきたい防災のスキルを紹介するほか、原発事

故の影響についても解説。巻末に必要な防災データを書き込める情

報メモ付き。

一
般特
集

９月１日は関東大震災の起きた日。防災の日です。地震や雷、火事や津波等の災害

についての知識を深め、これに対処する心構えを準備しましょう。

防災
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『災害救助犬ものがたり』

『子どものための防災ＢＯＯＫ
　７２時間生き抜くための１０１の方法』

『TSUNAMI 3・11　PART1
 　東日本大震災記録写真集』

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：９月５日(金)～１０月１日(水）

あるときは人災や天災に見舞わ

れた地域社会全体のために、ま

た、あるときは失踪した一人の

人間のために尽力する災害救助

犬チーム。ある見習い救助犬と

女性訓練士の友情と成長を描い

た感動のノンフィクション。

3月11日の大地震は大津波を呼び込

んだ。そして津波はすべてを壊し、

攫い、流し、消し去った-。北海道根

室市から、岩手県陸前高田市、福島

県相馬市、千葉県山武市まで、津波

が襲来した6道県60市町村別の被災

写真を収録。

著者：スザンナ・チャールソン
出版社：ハート出版　2011.11
請求記号：936チ
★中央・今川　所蔵

災害が起こって助けがくるまで、長くても3日間。72

時間生きのびれば助かる。子どもたちが、自分の命を

自分の力で守れるように、防災の知識をイラストや写

真とともに解説する。

編　：豊田 直巳
出版社：第三書館　2011.6
請求記号：396.3ト
★中央・今川　所蔵

著者：夏 緑
出版社：童心社　2012.3
請求記号：360ナ//児
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

『巨大地震は必ず来る!
　その10秒が命を守る』

地震が来るその10秒前に何ができるか? 地震の大き

さ、ゆれるまでの時間を事前に知ることができる、世

界でただひとつの技術「緊急地震速報」。日本が開発

したこのシステムをわかりやすく紹介する。

著者：杉原 義得
出版社：中経出版　2006.8
請求記号：369.3ス
★中央・成田・西荻　他5所蔵
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館内展示コーナーにて、10代の読者に

向けて、毎月テーマを変えて、読んで

みてほしい本を独自に選んでご紹介し

ています。子どもでもあり、大人でも

ある貴重なこの時期に、図書館の本

が、自分のアンテナを広げるきっかけ

になれば幸いです。

『月夜のチャトラパトラ』

出版社　講談社　2009.11

著　者　新藤悦子

請求記号　913シ(児童)

★中央･高円寺・西荻　他４館所蔵

　トルコの世界遺産カッパドキア

を舞台にした物語です。カッパド

キアは、アナトリア高原中央部に

広がる、火山によって出来た広大

展示期間：９／５(金)～１０／１(水)

スタッフのオススメの一冊

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

な岩石地帯。自然の驚異から出来た

この場所で、人々は岩を削り荘厳な

建築物を作りあげました。

　カッパドキアの洞窟ホテルで育っ

た少年は、ある日、岩の森の中で

「小さな人」たちと出会います。岩

石群に出来た迷路のような地下道

で、自身の出生の秘密を探る、時空

を超えたファンタジー。

　読み終えたあと、いつか行ってみ

たくなる風景が浮かぶ一冊です。

『まるごと日本の世界遺産』

著　者　増田明代
出版社　講談社
請求記号　700マ//児
★中央・永福・柿木　他７館所蔵

姫路城、原爆ドーム、小笠原諸島、富士山…。日本に

ある世界遺産全17件を完全解説。世界遺産のなりたち

や選ぶ基準、日本の世界遺産の魅力、世界遺産の課題

などをわかりやすく紹介。

『ざわめきやまない』 中三の九月、短い手紙を残して母が家を

出た。父は単身赴任中で、東京にひとり

残された里子を支えてくれたのは、京都

からかけつけた祖母だった…。思春期の

葛藤、自立への自覚など、様々な問題を

ごく自然に描いています。

『あ・い・た・く・て』

鏡

きょうのわたしは

きげんのよい　風です

できたての　綿雲です

世界中のひとを　愛せそうです

けさ鏡をみたら

髪のかたちが　うまくいっていた

…だけなのですが

「いま、この本」カムバック
　中央図書館では、毎年、ヤングアダルト向けブックリスト「いま、この本」
を発行し、独自に選んだオススメの本を紹介しています。
　今月のＹＡ展示棚では、ブックリスト創刊の年1992年掲載の本をご紹介し
ています。あの頃、ヤングアダルト世代だった方も、ぜひご覧ください。なつ
かしい風景がよみがえるかもしれません。

本で巡る世界遺産
日本が世界に誇る世界遺産、見たことがありますか？実際に行ってみた
人も、まだ行ったことのない人も、まずは本で巡ってみてはいかがでし
ょう。富士山だけじゃない、数々の日本の世界遺産、そしてまだ見ぬ異
文化の世界遺産。いつか必ず行ってみたい風景と出会えるかも。

著　者　高田桂子
出版社　理論社
請求記号　913タ
★中央・阿佐谷・高井戸　所蔵

著　者　工藤直子
出版社　大日本図書
請求記号　911ク
★中央・柿木・宮前　他８館所蔵
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青空おはなし会

対象：児童と保護者

時間：午前11時～（約30分）　

★場所：読書の森公園（※雨天の場合は地下視聴覚ホール）

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

月

15

月の

催し物ご案内９
杉並区立

中央図書館

あかちゃんおはなし会～あかちゃんといっしょに絵本で遊ぼう～

対象：０・１・２歳児と保護者

時間：午前11時～（約40分）

★場所：地下視聴覚ホール

定員：約20名

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

水

17
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９月８日(月)～９月１１日(木)

９月２２日(月)～９月２５日(木)

★特別整理(蔵書点検)による臨時休館のお知らせ

特別整理(蔵書点検)を行うため、下記の日程で臨時休館いたします。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますとともに、
休館日にご注意のうえご利用くださるようお願いいたします。

※臨時休館中は、他の図書館に設置してある利用者用端末機及び図書館
　ホームページからのリクエストは、通常通り受け付けています。

※臨時休館中は、当該図書館が所蔵する図書等については、予約割り当
　てに時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

永　福

阿佐谷

★第１５回　調べる学習コンクール　のお知らせ

☆募集期間：平成２６年９月１日（月）～９月３０日（火）

☆対象：杉並区在住・在学の小学生・中学生・高校生

☆応募方法：区立小学校・中学校へ提出または区立図書館へ　

　　　　　　応募用紙（図書館にあります）を添えて提出

☆作品内容：図書館を使って調べてまとめた作品。

　　　　　　テーマは自由。

☆作品目安

サイズ：小学生はＢ４、中学生以上はＡ４まで

頁数：５０ページ以内（目次・参考文献一覧をのぞく）

☆必ず書くこと

調べるときに使用した本の名前、図書館名、参考にしたホーム

ページのアドレス。
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月の予定

月 火 水 木 金

９

印のついた日は休館日です

杉並区立中央図書館の

日

印のついた日は午後５ 時までです

９ 10 12

14

11

15 16 17 1918

※行事の詳細は6ページをご覧ください。

20

13

21 22 23 24 25
あかちゃん

タイム

５ ６

７ ８

29

４

・

２

26

30

27

28

あかちゃん
タイム

３

★おはなし会

★あかちゃんタイム

毎週水曜日　午後３時～
毎週日曜日　午後２時３０分～
場所：児童コーナー奥　お話の部屋

毎週火曜日午前１０時３０分～正午
場所：児童コーナー
あかちゃん連れの利用者の方を、図書館スタッフがサポー
トします。頼れるボランティアさんもいますので、あかち
ゃんのための絵本の選び方や読み聞かせの方法など、お気
軽にご相談ください。

あかちゃん
タイム

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

・
あかちゃん

タイム

お話会

・ １

・ ・

あかちゃん
タイム

あかちゃん
おはなし会あおぞら

おはなし会


